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毎回思うのですが、
「おもしろ先生」の取材は本当
に勉強になります。誌面には収まりきらないいろいろな
お話を聞いているので、
ウェブの「三重大Ｒナビ」
あた
りでまた紹介したいと思います。
（いちかわ）

毎日が充実しているせいか、一週間があっという間に過
ぎていきます。ある先生から
「そのうち１０年があっという間に
過ぎるようになるよ」
とお話を聞きました。一日一日を大切に
過ごしたいですね。
（写真は北海道の 青い池 です）
（sumi）

今回から編集に参加しました。初めてのことで作業
は大変でしたが、打合せの合間にご馳走になった山
形産のさくらんぼがとっても美味しかったです。広報室
のみんなごめんね〜。私だけ。
（ともぞー）

可愛い・美味しい・面白いモノがあればすぐにカメラを向け
るのですが、最近スマホ内に保存されている写真がやたら少
ない。今余裕がないようです。ただマイクロトマトの存在にかな
り気分上がりました！
「おもてなし」の力は偉大ですね。
（nico）

疲れたときに練習船「勢水丸」の『魚介図鑑』で癒されて
います。水深が深いところのお魚を見ていると不思議とドキ
ドキしませんか。え？私だけ？※写真はうちの子。
（プカプカ）
【勢水丸魚介図鑑】http://seisuimaru.bio.mie-u.ac.jp/zukan/

カラッと暑い夏はまだでしょうか。去年は夏バテでき
ゅうりしか食べれない毎日でしたが、今年はどデカいバ
ーガーのあとに生クリームたっぷりのパンケーキを…。
編集って体力いるんです(言い訳)。
（きゃろらいん）

だんだん暑くなり、気温差も大きくなってきました。これ
から心配なのが夏バテですね。暑い時期は、仕事を早め
に始めて、早めに終え、
夕方からは、
オフを楽しむ
「ゆう活」
で体を休めるのも、
いい夏バテ対策かも！
？
（北の大地）

アンケートに答えて…

えっくすくんわくわく
えっく
シャーペン
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→「三重大学ブランド商品詰め合わせ」、
「えっくすくんわくわくシャーペン」
をご希望の方は、
巻末の綴じ込みはがきにご感想等必要事項をご記入の上ご投函ください。

検索

放送大学三重学習センター
〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1234
TEL：059-233-1170 FAX：059-233-1179

亀山市

306

伊船

巡見旧道
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四日市市

長沢

巡見新道

● 本誌お問い合わせ先 ●

巡見街道

▶酒井甚四郎家祖先之墓
︵深溝 江西寺だるま寺︶

広告掲載のご依頼は広報室まで ☎059-231-9789

▶宿野の錦社橋

0120-864-600

※第2回募集では、印刷教材の到着時期等が第1回募集と異なりますので、
相違点等を学生募集要項・ホームページでご確認ください。

三重大学
（医学部附属病院を除く）
では、
平成27年8月13日
（木）
〜14日
（金）
を一斉休業させていただきます。
ご理解の程よろしくお願いします。

宿野

近鉄湯の山線

巡見別道

www.ouj.ac.jp

［10月入学出願期間］
第1回募集 平成27年6月15日
（月） 平成27年8月31日
（月）
第2回募集 平成27年9月1日
（火） 平成27年9月20日
（日）

8 13〜14

亀山

東名
阪自
動車
道

放送大学

10月入学生募集

三重大学における
夏季一斉休業について

菰野

菰野町

▶街道周辺に広がる茶畑 ▶長瀬︵旧武備︶神社

1科目から学べます。
1科目11,000円（教材費を含む）
から
入学試験はありません。
テレビ・ラジオ・インターネットで
学べます。
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▶古い街道風情残す
宿野峠

放送大学が学びやすい理由

抽選で
50名様

吉村 利男

知識という翼を。

抽選で
三重大学ブランド商品詰め合わせ
5名様

三重大学客員教授

「三重大X」
をよりよくするために、
ぜひアンケートにご協力をお願いします。平成27年9月
30日
（水）
（当日消印有効）
までにアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で5名に
「三重大学ブランド商品詰め合わせ
（三重大学カレー2箱、三重大学［欧風］
ジビエカレー1
箱、
チェンミ・コーヒー1箱、三重大学学長飴1袋）」
を、50名に「えっくすくんわくわくシャーペ
ン」
をお送りします。
どしどしお寄せください。＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

街道名の多くは行き先や通過地の地名が使
われますが︑本 街 道は江 戸 時 代に幕 府の巡 見
使が通ったことから﹁巡見﹂
の名が冠せられてい
ま す︒明 治 十 九 年︵一八 八 六 ︶の﹃ 三 重 県 統 計
書﹄
﹁里 道﹂欄に亀 山 〜 菰 野 〜 員 弁 郡 が﹁巡 見
道﹂とあり︑同三十四年には一部区間が﹁一等道
路﹂の
﹁巡見街道﹂となります︒時代によって経路は多少
変わるものの︑今も人々には馴染みの街道です︒
東海道との分岐点は︑かつての亀山宿茶屋町︑現在の
本町で︑﹁本町広場﹂に﹁巡見道﹂起点の案内板が立てら
つばいそ
れています︒なお︑江 戸 時 代の亀 山 城 下 絵 図には﹁椿 世
道﹂とも記され︑本街道は椿世を通り安楽川を渡ると川
崎に至ります︒西願寺東の十字路に
﹁右巡見︑左野登﹂と
彫られた大正三年︵一九一四︶
の小道標があります︒
この
小道標は本街道の特徴の一つで︑各所に見られます︒
川崎から原四つ辶を過ぎると︑﹁巡見新道﹂と﹁巡見旧
道﹂に分かれます︒新道は現在の国道三〇六号と重複あ
るいは交錯しています︒所々に古くからの街道跡が残り︑
伊船集落内に天保十三年︵一八四二︶建立の参
宮常夜灯も確認できます︒
また︑本街道周辺は茶畑が広がり︑伊勢茶の
産 地です︒旧 道やや東の深 溝には明 治 期に静
岡県から茶業指導に招聘された人物がいまし
た︒酒井甚四郎で︑江西寺︵だるま寺︶
に同家の
墓碑があります︒
新 道と旧 道は椿一宮 神 社 前で合 流し︑さら
に長沢で新道から長瀬神社︵旧武備神社︶
の前
を通り水沢野田を抜ける巡見別道も鎌谷川の
手前で一所になります︒そして︑北に進み︑何か
所か古い街道風情を残す宿野峠を越え︑錦社
橋を渡れば四日市から上る菰野道へとたどり
着きます︒

暑い夏がやってきています。三重大学はスマートキ
ャンパスによって省エネを実現しています。暑さに負け
ない知恵と工夫と情熱で、新たな社会を作っていきた
いですね。
（ロッキー）
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川崎

東海道
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鈴鹿市

亀山駅

三重大学企画総務部総務チーム広報室

三重大 X［えっくす］vol.34

〒514-8507 津市栗真町屋町1577
TEL 059-231-9789／FAX 059-231-9000
ホームページ http://www.mie-u.ac.jp/
＊ご意見をお寄せください。
E-mail koho@ab.mie-u.ac.jp

●発行／三重大学広報委員会
●編集／三重大学企画総務部総務チーム広報室
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